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工法研究

ESCON（超高強度合成繊維補強コンクリート）
ブロックについて
株式会社エスイー
１．はじめに

繊維補強コンクリートであり，緻密な組織構造

戦後集中的に整備してきた多くの農業水利施

を形成することにより高強度・高耐久性を実現

設は，老朽化が急速に進行している。耐用年数

した材料である。また，コンクリート中に含ま

を超過する施設は年々増加傾向にあり，国と地

れる補強繊維（写真－１）によって引張力の向

方の厳しい財政状況を踏まえ，既設の農業水利

上やひび割れの抑制効果が期待できる。以下に，

施設には適切な長寿命化対策が求められてい

ESCON の基本的な特性である超高強度，高耐

る。そのなかでも，水路や頭首工においては，

久性，高流動性について紹介する。

摩耗による骨材の露出や凍害によるひび割れ，
塩害，洗堀等の劣化要因が挙げられる。
当社が開発した超高強度合成繊維補強コンク

（１）超高強度
ESCON はシリカヒュームセメント（以下，

リート「ESCON」は耐久性，耐摩耗性に優れ

SFC）を用いた水セメント比が極めて小さいコ

たコンクリートである。これらより，ESCON

ンクリートである。超微粒子のシリカヒューム

の適用により水利構造物の長寿命化が期待でき

のマイクロフィラー効果（シリカヒュームがセ

る。本稿では，当社が開発した超高強度合成繊

メント粒子間の隙間を埋める効果）によって緻

維補強コンクリート（以下，ESCON）の基本

密な組織構造を形成し，超高強度化を実現して

的な特性と耐摩耗性について紹介する。

いる。
（図－１）
その強度は一般的なコンクリートと比較して

２．ESCON の基本的な特性
ESCON とは，当社が開発した超高強度合成

５～６倍となり，圧縮強度は 150N/mm2 以上
に至っている。

シリカフューム
写真－１
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補強繊維

図－１

セメント粒子
マイクロフィラー効果
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（２）高耐久性
ESCON は，緻密な組織構造を有すること
によって水や塩分の侵入がほとんどなく，高
い耐久性を示している。凍結融解試験（JIS A
1148：2010「コンクリートの凍結融解試験方法，
A 法：水中凍結水中融解試験方法」
）
（写真－２）
や促進中性化試験（写真－３）ではほとんど劣
化が見られず，超高強度繊維補強コンクリート
の設計・施工指針（案）
（UFC 指針（土木学会）
）
写真－４

で 100 年の耐久性を有すると判断されている材

ESCON を用いたオブジェ

料と同等の抵抗性を示すことが確認された。
以上より，ESCON を用いることにより，超
高強度を活かした部材の軽量化や高耐久性を活
かしたライフサイクルコストの削減，高流動性
を活かした施工性の向上等が期待出来る。
３．ESCON の耐摩耗性
ESCON はその超高強度と相まって，耐摩耗
性にも優れた性能を示す。以下に，ESCON の
写真－２

凍結融解試験結果

耐摩耗性について実施した試験について紹介す
る。
（１）水砂噴流摩耗試験による評価
１）試験概要
水砂噴流摩耗試験は，水利施設機能保全研究
会により示されている選択的摩耗試験である。
選択的摩耗とは，コンクリート中のモルタル部
分が先行的に摩耗され，粗骨材が露出する現象
であり，進行すると露出した粗骨材の抜け落ち
により躯体断面が縮小し，構造安定性や耐久性
の低下を及ぼす。
（水砂噴流摩耗試験は，補修・
補強マニュアルでは独自試験として位置づけら

写真－３

促進中性化試験（52 週後）

れており，品質管理項目の照査手法としては規
定されていない。
）
試験では，供試体を回転ドラムに取り付け，

（３）高流動性

噴射口から水中に撹拌された珪砂を圧力水によ

ESCON はスランプフロー試験にて 800mm

り噴射する。
（図－２）珪砂を混ぜることによ

以上を示す高流動コンクリートである。過密配

り土砂が混入した流水によって摩耗する農業用

筋や複雑な形状（写真－４）への適用性にも優

水路の状況を疑似した摩耗の測定が可能となっ

れている。

ている。
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供試体は標準供試体（JIS R 5201「セメント
の物理試験方法」に規定される配合，材齢 28
日）
，島根大学製作の長期材齢 JIS モルタル，
2

2

２）試験結果
試験結果及び試験前後の供試体写真を図－
３，写真－５に示す。図－３より，ESCON は

ESCON の 150N/mm 配 合 及 び 100N/mm 配

標準供試体，島根大 JIS モルタルと比較して約

合で製作した供試体とした。

0.5 倍の摩耗体積であり，高い摩耗抵抗性を有
していることが確認された。

図－２

水砂噴流摩耗試験概要

図－３

写真－５
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水砂噴流摩耗試験結果

試験前後供試体状況
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（２）鋼繊維を用いた超高強度繊維補強コンク

が生じた。また，摩耗状況としても，ESCON

リート（UFC）との耐摩耗性比較

ブロックでは表面の平滑性も保たれているのに

鋼繊維 UFC は耐摩耗性に優れることが知ら

対し，グラノリシック Con では骨材の露出や

れており，頭首工などの摩耗対策として実績が

角部の欠落が見られている。
これらのことから，

豊富である。この鋼繊維 UFC と ESCON の耐

現場実証試験において，ESCON の優れた耐摩

摩耗性について比較を試みた。

耗性が確認された。

試験は ASTM C775「水平なコンクリート表
面の耐摩耗試験方法」
（ディスク法）により行っ
た。試験結果を図－４に示す。
（鋼繊維 UFC
の試験結果は，UFC 指針より引用した。
）図－
４より，合成繊維を用いた ESCON は，圧縮強
度などでは鋼繊維 UFC に劣るものの，耐摩耗
性では鋼繊維 UFC と同等であることが確認さ
れた。
（３）ESCON ブロックの耐摩耗性能現場実証
試験

写真－６

ESCON ブロック

2014 年より砂防えん堤護床工部の表面保護
工法として ESCON ブロック（写真－６）を設
置し，５カ年計画にて従来工法であるグラノリ
シックコンクリートとの摩耗量比較試験を実施
した。設置状況を写真－７に示す。
５年経過時点での摩耗量測定結果と摩耗状況
を図－７，写真－８，９に示す。図－７より，
ESCON ブロックは５年経過後においてもほと
んど摩耗が認められないが，グラノリシック
Con では平均で 6.4mm，最大で 21mm の摩耗

図－４

ディスク法による摩耗試験結果
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写真－７

ESCON ブロック設置状況

図－７

砂防えん堤摩耗量
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写真－８

5 年経過後の摩耗状況

写真－９

（ESCON ブロック）

5 年経過後の摩耗状況

（グラノリシック Con）

４．その他（ESCON 現場打ち）

（図－８）

ESCON はプレキャスト製品だけでなく，現
場打ちも可能であるので，
その事例を紹介する。
本事例の小水力発電施設においては，水流や

工事については，現場へ小型ミキサーを搬
入し，現場での練混ぜ（写真－ 10），打設（写
真－ 11）を行った。

礫による衝撃・摩耗に加えて，酸性河川（pH4

補強前及び補強後の写真を写真－ 12，13 に

以下）であるため，水路のコンクリートが劣化

示す。養生は気中養生とし，
２日後に脱型した。

しやすい環境であることから，水流の合流地点

強度発現履歴を図－９に示す。強度発現として

である特に摩耗がひどい箇所について ESCON

は７日で 110N/mm2 以上の強度が発現し，材

を用いた現場打ち補修・補強工事を実施した。

齢 56 日で 157N/mm2 に達した。

図－８
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摩耗対策施工箇所
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写真－ 10

写真－ 11

練混ぜ状況

写真－ 12

小水力発電所補強前状況

打設状況

写真－ 13

小水力発電所補強後状況

に優れ，農業水利施設の劣化（摩耗，凍害，洗
堀等）対策や長寿命化に貢献できる材料です。
また，ESCON は耐摩耗性ブロック以外にも
様々な分野で活用できます。
詳細については，当社 HP へお問い合わせく
ださい。
http://www.se-corp.com/service/escon.html
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